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桃井小体育館 45歳 不要

火曜
午後7時～9時

20人 不要

桃井小体育館 40歳 1,000円

水曜
午後7時～9時

14人 不要

桃井小体育館 50歳 不要

月・金曜
午後7時～9時

50人 3,000円

桃井小体育館 23歳 不要

日曜
午後6時半～8時半

15人 不要

桃井小体育館 50歳 1,000円

月・木・土曜
午後6時～9時

35人 年2,500円

桃井小体育館 13歳 1,000円

土曜
午前10時～12時

15人 1,000円

中川小体育館 47歳 不要

日曜
午後6時～8時

26人 年1,000円

中川小体育館 52歳 不要

月・金曜
午後7時～9時

61人 月400円

中川小体育館 70歳 不要

火曜
午後７時～9時

21人 年1,000円

中川小体育館 47歳 不要

木曜　午後7時～9時
日曜　午後3時～5時

17人 月500円

中川小体育館 58歳 不要

水・土曜
午後7時～9時

25人 年2,400円

南町2丁目グラウンド 43歳 不要

日曜
午前6時～8時

12人 年10,000円

一中グラウンド 48歳 不要

金曜
午後7時～9時

15人 不要

南部 ソフトボール 六供ソフトクラブ

南部 ソフトボール
六供町商工会ソフトク
ラブ

中川 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 中川SVC アタック！

中川 卓　球 中川卓球クラブ

30年以上続いているクラブです。
14才から76才と会員の方の年齢も
幅広く、和気あいあいとした雰囲
気の中で練習しています。生涯ス
ポーツとして、是非、卓球を始め
てみてはいかがでしょうか

中川 バドミントン 中川プーナクラブ

中川 レク・フォークダンス 中川ダンスクラブ 会員の健康増進と親睦を計る
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桃井
中央

太極拳 太極龍武術倶楽部鳳成
スポーツ保険加入。スポーツ功労
賞を出したこのクラブでカンフー
を学んでみませんか

中川 スポレック 中川スポレッククラブ 中川地区内

桃井
中央

総合型
スポーツ教室

ARTスポーツアカデミー

最近はバドミントンが主な活動と
なっていますが、小中高生を中心
に基礎体力づくりから、その時々
にやりたい種目を楽しむ団体です

桃井
中央

居合道 中央居合道 老若男女参加可能

桃井
中央

フットサル 中央ＦＣ

桃井
中央

卓　球 中央卓球クラブ

多少の経験者が良い。創立から約
37年、常時20人以上の方が良い汗
を流しています。参加時間は都合
で良いです

桃井
中央

フットサル 桃井ＦＣ

調査研究部調査研究部
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南町二丁目グラウンド 77歳 不要

月・水・金 25人 不要

市ノ坪公園 83歳 不要

月・木曜
午前9時～11時

26人 月500円

南町二丁目グラウンド 78歳 不要

土曜
午前9時～10時半

32人 年1,000円

南町二丁目コミュニ
ティーセンター

69歳 不要

第2・4火曜
午後2時～3時半

11人 月1,200円

南町四丁目公民館 60歳 不要

水曜
午後7時～9時

12人 月1,000円

南町二丁目コミュニティ
センター

76歳 不要

第2・4土曜
午前10時半～

6人 年1,000円

南町二丁目グラウンド 不要

毎日
午前6時半～

不要

2,000円

43人 年1,000円

文一松前公園 75歳 2,000円

月・水・金曜
午前9時半～11時

31人 月300円

文二ふれあい公園 82歳 不要

火曜
午前9時～11時

16人 年2,000円

二子山公園北側広場 78歳 不要

日曜
午前9時半～11時

24人 年1,200円

文四一号公園予定地 76.8歳 1,000円

月曜
午前9時～11時

16人 年2,500円

天川原中央公園 79歳 不要

月・水・金曜
午前9時～11時

29人 年1,500円

天川 グラウンドゴルフ 天川原一丁目GG愛好会

原則として天川原町一丁目に居住
する人。ルールも簡単で、体力も
それほど必要としません。健康の
ために手頃なスポーツです

天川 グラウンドゴルフ 文三Ｇ・Ｇ・Ｃ

入会条件、文京町三丁目長寿会会
員。
文三長寿会の会則の主旨にもとづ
き、会員の健康増進と親睦、及び
地域活動の交流と奉仕に寄与する

天川 グラウンドゴルフ
文京町四丁目ＧＧ愛好
会

入会条件なし

天川 グラウンドゴルフ
文京町１丁目ＧＧクラ
ブ

町内に住んでいる人であれば誰で
も可能。体の運動や頭を使い、楽
しく元気に仲良くがモットー。家
の中でテレビを余り見てないで外
で運動しましょう

天川 グラウンドゴルフ
文二グラウンドゴルフ
愛好会

入会条件、文京町二丁目在住で、
天寿会員に限る。地域活動の交流
と会員相互の親交と健康増進

南部 ラジオ体操 ラジオ体操を愛する会 どなたでも

南部 ゴルフ
南町二丁目ゴルフ愛好
会

南町二丁目在住者
年5～6回
コンペ実施

南部 卓　球 市ノ坪卓球クラブ 初心者の方歓迎です

南部 スマイルボウリング
南町二丁目長寿会スマ
イルボウリング部

南町二丁目長寿会員ならどなたで
も

南部 グラウンドゴルフ
南町二丁目長寿会グラ
ウンドゴルフ愛好会

南町二丁目長寿会員ならどなたで
も

南部 ヨ　ガ 南町二丁目ヨガ教室
南町二丁目在住で婦人ならどなた
でも

南部 グラウンドゴルフ
南町二丁目グラウンド
ゴルフ愛好会

南町二丁目在住者

南部 グラウンドゴルフ
南町四丁目グラウンド
ゴルフサークル
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天川原二丁目バラ公園 60歳 不要

水・金曜
午前9時～11時

15人 不要

天川町泉公園 78歳 不要

水曜
午前9時半～11時

83人 不要

第五コミュニティセンター 77歳 1,000円

火曜
午後1時～5時

26人 年2,000円

県生涯学習センターグラ
ウンド

78歳 不要

火・木・土曜
午前9時～12時

10人 年2,000円

県生涯学習センター 68歳 2,000円

土曜
午後1時15分～4時半

70人 月1,000円

第五コミュニティセンター 65歳 不要

水曜
午後1時半～3時

42人 月700円

第五コミュニティセンター 63歳 不要

月曜
午後2時～3時半

11人 月2,000円

第五コミュニティセンター 74歳 不要

第2、4水曜
午前9時～12時

10人 3ヶ月2,000円

県生涯学習センター 68歳 2,000円

土曜
午後1時15分～4時半

55人 月1,000円

第五コミュニティセンター 75歳 不要

金曜
午前10時～11時半

32人 年1,000円

第五コミュニティセンター 65歳 不要

木曜
午後1時～5時

17人 月1,100円

第五コミュニティセンター 67歳 不要

火曜
午前10時半～12時

22人 月1,000円

天川 エアロビクス 健康クラブ

入会条件なし。会場の都合で人数
に制限があり、入会出来ない場合
があります。体を動かし汗をか
き、脳の活性化にもなります。良
き指導者にも恵まれ、皆楽しく
やっています

天川 輪投げ
文三長寿会輪投げクラ
ブ

入会条件として文京町3丁目長寿会
会員の方

天川 ストレッチ体操 ストレッチ２１
入会条件なし。
健康のためのストレッチ体操

天川 レクダンス レクダンスひまわり会
入会条件なし。会員の親睦と地域
活動に協力。体を動かすことが好
きな方ならどなたでも歓迎します

天川 スクエアダンス サンダースクエアズ

入会条件、後ろに3歩歩いても身体
のバランスをとれる方。年齢に関
わらず、仲間で楽しい時間を過ご
したいかたへ。音楽に合わせて簡
単なルールに従って歩き、8人の四
角形の元の位置に戻る音楽ゲーム
で盛り上がりましょう

天川
フォークダン
ス＆ストレッ

チ
ポピーの会

入会条件なし。どなたでも自由に
入会して下さい

天川 フラダンス プーワイフラダンス

入会条件、
プーワイとは心のことです。心を
こめてフラを踊りましょう。アロ
ハの精神を大切にして

天川 ゲートボール 天川原町愛好会

入会条件なし。週3回、聾唖者チー
ムと練習をして、県や市の協会大
会に参加し楽しんでいます。初心
者の方、経験者の方、いつでも歓
迎致します。気軽に見に来て下さ
い

天川 フォークダンス サンダースクエアズ

入会条件、3歩後ろに歩いても身体
のバランスをとれる人。年齢に関
わらず、仲間で楽しい時間を過ご
したい方へ。お気軽に参加して下
さい

天川 ゲートボール 天川町寿会
入会条件、なし。気軽に参加して
下さい。勝負にこだわりません

天川
卓　球
(ラージ
・硬球）

火曜卓球クラブ

入会条件なし。
市内天川地区中高年の方
（PM1時～3時　ラージ球
　PM3時～5時　硬球）

天川 グラウンドゴルフ 天川原二丁目GG愛好会 入会条件なし



活動場所 平均年齢 入会金

曜日・時間 人数 会費

平成29年度　　スポーツクラブ・愛好団体調査報告書

地区 種目 団体名 入会条件・プロフィール等


調査研究部調査研究部

第五コミュニティセンター 65歳 不要

第1、3、4木曜
午前10時～11時半

6人 月2,000円

若宮四丁目公園
若宮小グラウンド

81歳 不要

火・土曜
午前8時半～12時

14人 月300円

日吉町四丁目日吉公園 77歳 不要

水・土曜
午前9時～10時半

20人 不要

若三東公園 73歳 不要

月～金曜
午前8時～10時

38人 年1,000円

若宮四丁目公園 84歳 不要

日・木曜
午前8時半～11時半

10人 月500円

国領緑地公園 77歳 不要

月・水・金曜
午前9時半～11時

21人 年1,000円

国領町二丁目管理グラウンド 78歳 不要

月～金曜
午後1時半～3時

10人 不要

若二2号公園 81歳 不要

火・木・土曜
午前9時～10時半

9人 年1,000円

みずき中体育館 73歳 不要

木曜
午後7時～9時

15人

みずき中体育館 57歳 不要

木曜
午後7時～9時

12人 月1,000円

若宮小体育館 64歳 不要

水曜
午後7時～9時

25人 月1,000円

若宮町四丁目公民館 80歳 不要

金曜
午前8時半～12時

9人 月500円

若宮小体育館 48歳 不要

日曜
午後5時～8時

13人 月500円

若宮 スマイルボウリング SBドリーム若四

若宮 スポレック
国領町二丁目スポレッ
ククラブ

2017年4月から活動を始めましたの
で、まだ少人数ですが楽しく活動
しています。一緒にしませんか

若宮 バレーボール 友排倶楽部

若宮 バレーボール さくらクラブ
いそじ大会、ことぶき大会、おふ
く大会に参加します。健康的に体
を動かしたい方はぜひどうぞ

若宮 グラウンドゴルフ
若二グラウンドゴルフ
クラブ

65歳～75歳くらいのやる気のある
人達が欲しい

若宮 バレーボール 若宮クラブ
みんな元気で明るい方ばかりで
す。運動をやりたい方はぜひ、ご
参加お待ちしています

若宮 グラウンドゴルフ
国領町一丁目グラウン
ドゴルフクラブ

町内在住者又は過去に在住した人

若宮 グラウンドゴルフ
グラウンドゴルフ愛好
会

国領2丁目在住

若宮 グラウンドゴルフ 若三GGクラブ 基本的に若三老人会会員

若宮 グラウンドゴルフ 若四GGクラブ

若宮 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフF若四

若宮 グラウンドゴルフ 日吉町四丁目老人会

天川 太極拳 太極拳同好会
入会条件なし。男女・年齢・経験
者問わず誰でも楽しくできます
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若宮小体育館 36歳 不要

火・土曜
午後7時半～9時

15人 月500円

若宮町四丁目公民館 71歳 不要

第2・4日曜
午前8時半～12時

9人 月300円

明和短期大学グラウンド 70歳 不要

土・日曜
午前9時～10時半

15人 不要

住吉町二丁目公民館 74歳 不要

第1・3土曜
午前9時半～12時

9人 不要

三中テニスコート 50歳 不要

火･木・土曜日
午後7時～9時

20人 年5,000円

敷島小体育館 45歳 不要

金曜
午後7時～9時
土曜
午後1時～6時

18人 月200円

大渡橋下敷島河川敷 76.7歳 不要

水・土曜
午前9時～12時

26人 4,000円

敷島公園河川敷 80歳 不要

月・木曜
午前9時～12時

13人 月500円

利根川河川敷 78歳 不要

火・金曜
午前9時半～
木・日曜
午後2時～

17人
3ヶ月

1,000円

大渡橋河川敷 70歳 不要

水曜
午後1時～3時
日曜
午前9時半～11時半

17人 6,000円

利根川河川敷ＧＧ練習場 81歳 不要

土曜
午前8時半～11時半

15人 月500円

前橋ゴルフ場 不要

14人 不要

岩神 グラウンドゴルフ 緑が丘町ＧＧ愛好会
健康増進、親睦と技術向上を目的
としています

岩神 ゴルフ
緑が丘町ゴルフサーク
ル

緑が丘町内在住の方。町内以外の
方でも参加希望可

岩神 グラウンドゴルフ 岩神町4丁目GGC
誰でもできる軽スポーツです。外
の気持ちよい空気を吸ってみんな
でたのしみましょう

岩神 グラウンドゴルフ 敷島町GGＦ愛好会
町内在住者、健康な方
男女問いません

岩神 グラウンドゴルフ 岩二GOGOクラブ
健康に注意し、元気で楽しくプ
レーしませんか

岩神 グラウンドゴルフ 岩三GG愛好会
年齢・性別問わず。足腰の鍛錬に
もなる運動です。初心者用の道具
貸し出し可能です

敷島 テニス 敷島テニスクラブ
岩神・敷島地区在住。若い人募集
中です。初心者歓迎します

敷島 バウンドテニス
前橋バウンドテニスク
ラブ

生涯スポーツとしての屋内ミニテ
ニスです。競技性もありますので
全国大会をめざして下さい

敷島 グラウンドゴルフ
三丁目グラウンドＧ愛
好会

昭和町三丁目住民。親睦と健康増
進を兼ねてグラウンドゴルフを楽
しみましょう

敷島 ディスコン 住二クラブ
住吉町二丁目住民。誰でもできる
軽スポーツです。参加をお待ちし
ています

若宮 バドミントン
若宮バドミントンクラ
ブ

地区大会を目標とし、日々汗を流
しています。上級の部を目指して
います

若宮 輪投げ 若四輪投げクラブ
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ゴルフ場 65歳 不要

20人 不要

県内ゴルフ場 65歳 不要

不定期 21人 年2,000円

岩神小体育館 60歳 不要

火・土曜
午後7時～9時

20人 月300円

三中体育館 68.1歳 不要

土曜
午後7時～9時

18人 試合の都度

岩神小体育館 43歳 1,000円

月・木曜
午後7時～9時

20人 年3,600円

町内観民広場 79歳 不要

月曜
午前10時～12時

9人 不要

芳賀中グラウンド 68歳 2,000円

土曜
午後7時～9時

19人 2,000円

芳賀中体育館 43歳 不要

木曜
午後7時半～9時

13人 不要

芳賀小体育館 40歳 不要

土曜
午後7時～9時

10人 1,000円

芳賀中体育館 45歳 不要

土曜　午後7時～9時 12人 年3,000円

芳賀中体育館 39歳 不要

木曜
午後7時半～9時

12人 年2,000円

芳賀中体育館 40歳 不要

木曜
午後7時～9時

14人 1,000円

芳賀中体育館 40歳 不要

水曜
午後7時～9時

35人 年3,000円

芳賀 ソフトバレーボール 芳賀ＳＶＣ
毎週ソフトバレー練習を楽しくし
ています

芳賀 バレーボール アクティブ芳賀
明るく元気な女性、お待ちしてお
ります

芳賀 ソフトバレーボール ＲＥＤ’Ｓ

芳賀 バレーボール 高花台クラブ
バレーボールを楽しくやりましょ
う

芳賀 バレーボール あすかクラブ
10代から60代まで楽しく練習して
います。参加待っています

芳賀 ソフトボール
小坂子壮年ソフトクラ
ブ

40歳以上の方

芳賀 バレーボール 若葉クラブ

岩神 バドミントン
岩神バドミントンクラ
ブ

同地区内在住の一般男女。見学で
きます。初心者でも大歓迎

岩神 スマイルボウリング 岩二スマイルクラブ
町内仲間になりたい人はどなたで
も

岩神 卓　球 岩神卓球クラブ
中学生から80歳代までの会員で構
成。基本的には地区内在住の方で
すが、地域外でも卓球の好きな方

岩神 バレーボール 岩神クラブ
笑いながら気持ち良い汗を流し、
一緒に楽しみましょう。お子様連
れＯＫ

岩神 ゴルフ 敷島町ゴルフ愛好会
敷島町在住の方。年2回春と秋にゴ
ルフコンペをしています

岩神 ゴルフ
岩神町二丁目ゴルフ愛
好会

岩神2丁目在住者。ゴルフを通じて
町内団体や他地区とも交流を持
ち、技術の向上、地域社会との連
携を図る
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調査研究部調査研究部

芳賀中体育館 35歳 不要

月曜
午後7時～9時

16人 1回300円

芳賀小体育館 45歳 不要

金曜
午後7時～9時

15人 年6,000円

芳賀中体育館 23歳 不要

火・金曜
午後7時～9時

16人 年6,000円

芳賀中体育館 43歳 不要

水曜
午後7時～9時

24人 3,000円

芳賀小体育館 45歳 不要

4～9月/日曜
午後7時～9時
10月～3月/日曜
午後6時～8時

14人 年2,000円

芳賀中体育館 28歳 不要

日曜
午後7時～9時半

15人 不要

芳賀中体育館 25歳 不要

金曜
午後7時～9時

14人 不要

ALSOKぐんまアリーナ
関根公園

76歳 不要

火・金曜
午前8時半～10時半

27人 年1,000円

南橘町中央広場 80歳 不要

火曜
午前8時～10時

20人 不要

南橘町第二集会室 80歳 不要

水曜
午前9時半～12時

17人 不要

関根町公民館 82歳 不要

木曜
午前9時～12時

12人 年4,000円

赤城神社　社務所 77歳 不要

月曜
午前9時～11時

14人 年1,000円

南橘町第二集会室 80歳 不要

木曜
午前9時半～12時

17人 不要

南橘 輪投げ 関根町長寿会
会員の方。健康増進のため皆様の
入会をお待ちしています

南橘 輪投げ たちばな会

南橘 スマイルボウリング たちばな会

南橘 スマイルボウリング 関根町長寿会
入会の際は併せて関根町長寿会に
入会する

南橘 グラウンドゴルフ 関根町長寿会
関根町長寿会員であること。勝敗
に関係なく健康を維持するため、
仲間とたのしくやっています

南橘 グラウンドゴルフ たちばな会

芳賀 バスケットボール ムーディパーソンズ 一緒に楽しみましょう

芳賀 バスケットボール 芳賀バスケ

芳賀 バドミントン フレンズ

芳賀 スポレック 芳賀スポーツクラブ

スポンジボールをプラスチックの
ラケットで打ち合う室内テニスで
す。誰でもできるので一緒に楽し
みましょう

芳賀 バドミントン 高花クラブ

芳賀 バドミントン
芳賀中ＯＢバドミント
ンクラブ

経験者の方募集、楽しくバドミン
トンをしましょう

芳賀 バドミントン
芳賀バドミントンクラ
ブ
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調査研究部調査研究部

北代田町公民館 65歳 300円

月曜
午前9時～12時

18人 年3,000円

関根町公民館 72歳 不要

月曜
午前9時10分～11時50分

24人 10回2,500円

桂萱中体育館 不要

水曜
午後7時半～9時

30人 不要

前橋特別支援学校 35歳 不要

水曜
午後7時～9時

17人 不要

桂萱中体育館 40歳 不要

月曜
午後7時～9時

10人 2,000円

桂萱中、前橋特別支援学校 50歳 不要

火・金曜
午後7時半～9時

11人 月1,000円

桂萱中体育館 45歳 不要

水曜
午後7時半～9時

10人 月1,000円

桃木小体育館 55歳 不要

火曜
午後8時～9時

18人 年5,000円

前橋特別支援学校 50歳 不要

月曜
午後7時半～9時

20人 年2,000円

桂萱東小体育館 35歳 不要

土曜
午後6時半～9時

14人 月1,000円

桃瀬小体育館 40歳 不要

水・日曜
午後7時～9時

28人 年6,000円

桂萱中体育館 50歳 1,000円

金曜
午後7時～9時

23人 半年4,000円

桂萱中体育館 35歳 不要

火曜
午後7時～9時

10人 月1,000円

桂萱 バドミントン ONE☆ 楽しくバドミントンをしよう

桂萱 バドミントン
桃瀬バドミントンクラ
ブ

　

桂萱 バドミントン
亀泉バドミントンクラ
ブ

若い人の参加を期待します

桂萱 ソフトバレーボール 桂萱クラブ
幅広い年齢層で活動しています。
身体を動かしたい方ご参加下さい

桂萱 ソフトバレーボール キューピーズ
身体を動かしたい方、誰でもＯＫ
です

桂萱 バレーボール 桂萱クラブ 　

桂萱 バレーボール 前橋スマイル
一緒にバレーボールをやってみま
せんか・・・

桂萱 バスケットボール MYPLEASURE
バスケに興味の方ならだれでもOK
です

桂萱 バレーボール 桂クラブ
楽しくバレーボールをやってみま
せんか

桂萱 卓　球 桂萱体協卓球部

桂萱 バスケットボール Ｔｉｇｈｔ 楽しくバスケをやっています

南橘 卓球（ラージ） 北代田町卓球愛好会
原則として町内在住者。健康と親
睦等を目的に楽しくプレーをして
います

南橘 健康づくり運動 関根町運動教室
中高年を対象に玄米ダンベルにて
筋力をつける運動をしています
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調査研究部調査研究部

桃瀬小・桂萱中体育館 12歳 3,000円

月･金曜
午後7時～9時

18人 3,000円

桂萱中剣道場 45歳 不要

火曜
午後7時～9時

15人 月1,500円

城南公民館 1,000円

月曜
午前10時～12時

18人 1,500円

城南公民館 1,000円

火曜
午前10時～12時

24人 1,500円

城南公民館 2,000円

水曜
午後7時～8時半

22人 2,000円

山王小体育館 48歳 不要

水曜
午後7時半～9時

14人 月1,000円

上川淵小体育館 30歳 不要

月・火曜
午後7時半～9時

30人 月1,000円

わかば小体育館 50歳 不要

火・金曜
午後7時半～9時

14人 月1,500円

山王小体育館 50歳 不要

火曜
午後7時～9時

20人 月1,000円

山王小体育館 66歳 不要

月曜
午後7時～9時

8人 年2,000円

わかば小体育館 不要

水・日曜
午後7時～9時

21人 年1,500円

上川淵小体育館 50歳 不要

金曜
午後7時半～9時

15人 不要

上川淵公民館 70歳 2,000円

日曜
午前10時～11時半

16人 月500円

上川淵 スポーツ吹矢 前橋みなみ吹矢会

健康増進、友好を目的とし、楽し
く活動しています。昨年の大会は
優勝しました。興味のある方は是
非、体験して下さい

上川淵 ソフトバレーボール ぶぅびぃず

上川淵 ソフトバレーボール 上川エンジェルズ

上川淵 ソフトバレーボール 前橋ヴィクトリー
20代～70代まで幅広い年代で楽し
くやっています

上川淵 ソフトバレーボール サンスマイル 初心者の方でも大歓迎です

上川淵 バレーボール はなまるクラブ
一般社会人とママさんバレーの
チームです。初心者大歓迎ですの
でぜひ入部して下さい

上川淵 バレーボール 朝倉クラブ

30代～60代まで、バレーボール大
好き仲間が楽しくプレーしていま
す。部員大募集しています。仲間
に入って下さい！！

城南 空　手 城南空手道クラブ
楽しみながら、でも真剣に練習を
しています

上川淵 バレーボール ＳＡＮクラブ

30～60代まで幅広く集まった元気
なママさんバレーチームです。楽
しくバレーをやってます。いつで
も参加できます

城南 フォークダンス
あすなろフォークダン
スクラブ

高齢でも頑張っています

城南 体　操 快適健康塾
程よく汗をかいて、心身共にリフ
レッシュしています

桂萱 剣　道 上泉伊勢守顕彰会
小・中学生は親の許可が必要。上
泉伊勢守が考案した新陰流を自主
稽古している

桂萱 空手道 桂空館
発達段階に対応した練習をしてい
る
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調査研究部調査研究部

上川淵小体育館 55歳 不要

土曜
午後7時～9時

12人 不要

上川淵小体育館 50歳 不要

水曜
午後7時～9時

19人 月1,000円
年10,000円

上川淵公民館 70歳 不要

火曜
午後1時半～3時半

19人 月1,000円

上川淵公民館 他 不要

土曜
午後7時～9時半

13人 年6,000円

わかば小体育館 60歳 不要

土曜
午後7時～9時

11人 年1,000円

上川淵公民館 55歳 1,000円

水曜
午後7時半～9時半

25人 2,000円

上川淵公民館 55歳 1,000円

土曜
午後7時半～9時半

27人 2,000円

上川淵公民館 72歳

木曜
午前10時～12時

20人 月2,000円

わかば小グラウンド 50歳 不要

日曜
午前5時半～8時半

16人 3,000円

下川淵小体育館 43歳 不要

月曜
午後7時半～9時

16人 月1,000円

下川淵小体育館 50歳 不要

火・木曜
午後7時半～9時

17人 年7,000円

下川淵小体育館 51歳 不要

水・金曜
午後7時半～9時

18人 1,000円

下川淵小体育館 22歳 不要

第1・3・5土曜
午後5時～9時

15人 不要

下川淵 インディアカ 下川シャトル

和気あいあい、楽しく練習してい
ます。試合でも勝敗より楽しさを
モットーにしています。ぜひ入会
をお願いします

下川淵 フットサル
VIVACE（ヴィヴァー
チェ）ＦＣ

若い年代が多いですが、25歳以上
の方もお気軽にご参加ください

下川淵 バレーボール なでしこ
創部6年目、人数もちょうど充実し
てきて、各種大会に参加し、上位
目指して練習に励んでいます

下川淵 ソフトバレーボール さつきクラブ

メンバーの承認が必要。市・県体
会への年６回位参加しています。
毎週の練習も和気あいあいと楽し
く行っています

上川淵 ヨ　ガ 上川淵ヨガクラブ

上川淵 ソフトボール 朝倉ファイターズ

上川淵 社交ダンス
かみかわダンスサーク
ル

会則があります。講師、馬場美智
子先生。一度見学に来て下さい

上川淵 社交ダンス ＫＤＳ土曜会
会則があります。講師、馬場美智
子先生。一度見学に来て下さい

上川淵 フォークダンス 山王フォークダンス
世界の踊りを踊ります。ただ今募
集中ですので、お出かけ下さい

上川淵 卓　球 朝倉レディース
大会などは出場しません。気楽に
やっています

上川淵 バドミントン
上川淵バトミントンク
ラブ

30代～60代と各年代の人が楽しく
体を動かしています。楽しく時に
は厳しくをモットーに頑張ってい
ます

上川淵 フォークダンス ＦＤ・スプリング
脳の活性化、友達作り、自然運動
に適したダンスです。貴女もご一
緒にどうぞ

上川淵 バドミントン 神明山クラブ
けがをしないよう、楽しく練習し
ています。見学に来てください
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調査研究部調査研究部

七中体育館 36歳 不要

月曜
午後7時～9時

18人 年1,000円

七中体育館 32歳 不要

土曜
午後7時～9時

20人 不要

下川淵公民館 60歳 不要

水曜
午後7時～9時
木曜
午後3時～5時

9人 月2,500円

下川淵公民館ホール 62歳 不要

水曜
午後1時半～3時

23人 月1,000円

新田小グラウンド 42歳 不要

日曜
午前6時～8時

17人 年10,000円

東中グラウンド 53歳 不要

日曜
午前6時～8時

25人 年10,000円

東中グラウンド 30歳 不要

水曜
午後7時～9時

20人 年12,000円

東中グラウンド 他 55歳 不要

日曜
午前6時～8時

18人 年5,000円

東中グラウンド 35歳 不要

月曜
午後7時～9時

30人 不要

東地区各小中学校グラウンド 50歳 不要

日曜
午前6時～8時

20人 6,000円

新田小グラウンド　他 50歳 不要

日曜
午前6時～8時

20人 5,000円

大利根小グラウンド 55歳 不要

日曜
午前6時～8時

20人 年3,000円

東 ソフトボール
上新田壮年ソフトボー
ル倶楽部

40歳以上でソフトボールが好き
で、体の衰えにあらがいたいおじ
さんを募集しています。楽しくで
きれば経験の有無は問いません

東 ソフトボール
大利根町壮年ソフト
ボールクラブ

4月から10月にかけて壮年6ﾁｰﾑによ
るリーグ戦を中心に活動していま
す。日頃運動不足と言う方、一緒
に楽しく汗を流しましょう。初心
者の方も大歓迎です

東 ソフトボール 済生会前橋病院 当院に勤務している人

東 ソフトボール
東箱田壮年ソフトボー
ルクラブ

試合に出る場合は40歳以上です。
町・区域の限定はありません。
野球好きな仲間と健康維持及び親
睦のため参加お待ちしています

東 ソフトボール 箱田クラブ

前橋市主催の大会に出場、優勝す
ると県大会出場、過去30年間に約
60回県大会出場しています。部員
募集中です

東 ソフトボール
光が丘町壮年ソフト
ボール愛好会

40歳以上の方

東 ソフトボール 東ソフトボールクラブ
40年以上続いている早朝ソフト
ボールﾁｰﾑです。勝負は二の次、年
齢制限なし、健康促進クラブです

東 ソフトボール 新前橋壮年ソフト

新前橋町を中心に東地区在住の40
代以上で構成され、日曜の朝、ソ
フトボールを通じて地域友好・健
康増進に取り組んでいます。経
験・未経験問わず参加者随時募集
中です

下川淵 ソシアルダンス
下川淵ソシアルダンス
愛好会

小・中･高・大学生と共にシルバー
世代が交流できます

下川淵 太極拳 ニイハオ太極拳

下川淵 バドミントン 下川バドミントン 特に募集なし

下川淵 バドミントン パークマンサー
バドミントン愛好家。20代～50代
の愛好者で活動しています。初心
者もおり、楽しく練習しています
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調査研究部調査研究部

東小グラウンド 70歳 2,000円

日曜
午前7時～9時

22人 6,000円

東小グラウンド 78歳 不要

土曜 午前8時～9時半 16人 年3,000円

箱田中体育館 50歳 不要

土曜
午後7時～9時

11人 不要

新田小体育館 63歳 不要

水・金曜
午後7時～9時

15人 不要

東中体育館 68歳 不要

水曜
午後7時～9時

18人 不要

東中体育館 65歳 不要

金曜
午後7時～9時

17人 不要

新田小体育館 74歳 不要

土曜
午後1時～3時
日曜
午前9時～12時

30人 年2,000円

東中体育館 52歳 不要

第2・4月曜　午後7時～9時 17人 年500円

東中体育館 不要

第2・4水曜
午後7時～9時

23人 不要

東中体育館 52歳 不要

火･土曜
午後7時～9時

16人 2ヶ月1,000円

東小体育館 55歳 不要

火曜
午後7時半～9時

13人 月1,000円

大利根小体育館 43歳 不要

月・木曜
午後7時～9時

16人 月2,000円

東小体育館 46歳 不要

水曜
午後7時～9時

15人 不要

東 バレーボール 西箱田マーブルナイン

西箱田地区在住の女性。東地区の
バレーボール大会に出場すること
を目的に、無理せず楽しくをモッ
トーに活動しています

東 バレーボール ＨＥＲＢ・Ｃ

みんなでバレーボールを楽しんで
います。初心者の方、ブランクの
ある方、、、どなたでもお気軽に
参加できます。お待ちしています

東 バレーボール 東パワーズ

日頃のストレスを発散させましょ
う！！お子さんも一緒に練習にい
らして下さってＯＫです。ママの
頑張る姿はきっとステキな子育て
です

東 バレーボール ＴＫＶクラブ
未経験者大歓迎です。楽しくバ
レーをやりましょう

東 バレーボール 東ビッグナイン みんなで楽しくストレス解消を！

東 新卓球
ラージ卓球愛好会オー
ル東

入会は随時。発表の場として年輪
ピック等、大会に出場

東 バレーボール
ＯＴＣバレーボール愛
好会

楽しく、おもしろく活動していま
す。バレーボール好きな方募集

東 卓  球
小相木町スポーツ愛好
会

地域友好と各個人の健康増進のた
め

東 卓　球 オール東新卓球愛好会

東 卓  球 前箱田卓球愛好会
初心者大歓迎です。どなたでもお
いで下さい

東 卓  球 新田卓球クラブ 若い人の参加をお待ちしています

東 グラウンドゴルフ 西箱田ＧＧ愛好会

東 グラウンドゴルフ 東箱田後家町ＧＧＣ
自治会広報紙を通じ部員募集して
います



活動場所 平均年齢 入会金
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調査研究部調査研究部

新田小体育館 45歳 不要

月・木曜
午後7時～9時

21人 月1,000円

東中体育館 50歳 不要

木曜 午後7時～9時 18人 不要

東中体育館 32歳 不要

月曜
午後7時～9時

12人 不要

東中体育館 40歳 不要

第1・3水曜
午後7時～9時

13人 不要

東中体育館 35歳 不要

金曜 午後7時～9時 25人 年3,000円

箱田中グラウンド 27歳 不要

火曜
午後7時～9時

16人 5,000円

東小体育館 48歳 2,000円

金曜
午後7時～9時

15人 2,000円

東中体育館 35～40歳 1,000円

火曜
午後7時～9時

16人 不要

東中体育館 47歳 2,000円

木曜
午後7時～9時

12人 2,000円

新田小体育館 不要

土曜
午前9時～午後1時

28人 月500円

東中体育館 17歳 不要

金曜
午後7時～9時

16人 300円

新田小体育館 32歳 不要

火・土曜
午後7時～9時

40人 月500円

東小体育館 50歳 不要

月・木曜
午後7時～9時

21人 6ヶ月3,500円

東 バドミントン
新田バドミントンクラ
ブ

何よりもバドミントンが大好きな
仲間達です。年間２回行われる地
区対抗戦などで頑張っています

東 バドミントン
東地区バドミントン愛
好会

43年前からのクラブ。みんな仲が
よく、地区大会等ではみんなで応
援し合い頑張っている。新人大歓
迎

東 バドミントン バドミントンサークル

小・中・大人の男女が楽しくやっ
ています。自分の力に合わせてで
きます。毎週でなくてもいいので
一緒にやりましょう

東 バドミントン ＩＮＳＰＩＲＥ
初心者大歓迎です。どなたでもお
いで下さい

東 ソフトバレーボール ワンズライフ
ソフトバレーの楽しさを多くの人
に知ってほしくて活動しています

東 ソフトバレーボール Ｇｅｎｉｅ ぜひ一緒に汗を流しましょう

東 野　球 HAKODA　RED　BOX

2007年度に創設。今年は節目の10
年目なので、リーグ優勝が目標で
す。一緒に野球をやりたい方は来
てください

東 ソフトバレーボール アズマーズ
女性のみ。明るく元気にをモッ
トーに活動しています。興味のあ
る方、一緒に汗を流しましょう

東 バレーボール 上新田クラブ
上新田町在住の方。年齢関係な
く、とても仲良しクラブです

東 バレーボール
済生会前橋病院バレー
ボール部

済生会病院の職員。練習試合歓迎
です。9人制バレー（女子）です

東 バレーボール 小相木町自治会
今日も元気、明日も元気。今日一
日を大切に

東 バレーボール ＧＶＬＡ
バレーボールを通して幅広い年齢
層の仲間と楽しく体を動かしま
しょう

東 バレーボール 新田レディース
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調査研究部調査研究部

東中体育館 20歳 不要

土曜
午後7時～9時

20人 不要

箱田中体育館 50歳 不要

火曜
午後7時～9時

15人 年1,000円

東小体育館 14歳 不要

日曜
午前9時～10時半

13人 不要

東公民館ホール 1,000円

木曜
午後1時半～5時

12人 月1,000円

東公民館ホール 70歳 不要

金曜
午後1時～5時

27人 月3,000円

東公民館ホール 65歳 1,000円

火曜
午前10時～11時半

21人 月1,000円

東公民館視聴覚室 40歳 不要

金曜
午後7時半～9時

22人 月3,000円

東公民館ホール
第３会議室

不要

水曜
午後8時～10時
土曜
午後7時～10時

9人 月3,000円

東中グラウンド 24歳 不要

金曜
午後7時～9時

18人 不要

東公民館ホール 70歳 不要

土曜
午後1時～5時

39人 月1,000円

東公民館ホール 73歳 1,500円

金曜
午後７時～10時

10人 1,000円

東公民館視聴覚室 72歳 不要

第1・2金曜
午後1時～2時半
第3・4金曜
午後3時～4時半

7人 月2,000円

東 社交ダンス ドリーム
最新のステップの出来る方を募集
しています

東 社交ダンス
あすなろダンスクラブ
東

初心者大歓迎
美容と健康のためにあなたも社交
ダンスを

東 アルティメット 上州レッドホース
メンバー募集中です。初心者大歓
迎です

東 スポーツ吹矢
日本スポーツ吹矢協会
前橋支部

小学校3年生以下は父兄同伴。誰で
も出来る複式呼吸法で健康増
進！！

東 空手道 空手道修武館

年齢を問わず、どなたでも空手道
を学べます。健康、体力作りはも
ちろん、空手には禅的要素もあ
り、心の安定が得られます

東
空手道
武器術

沖縄空手古武道研究会
初心者、経験者問わず大歓迎
型53種類教えます

東 太極拳 太極龍倶楽部東教室

初心者の方にも優しく個別指導致
します。有名な太極拳指導者によ
る教室です。皆さん笑顔で楽しく
参加しています

東 太極拳 太極拳東琵会
初心者歓迎。楽しい太極拳を目指
しています。一緒に楽しみましょ
う

東 剣　道 東剣道愛好会
中学生以上。基本練習から試合稽
古までやっています。興味のある
方は見に来て下さい

東 太極拳 東太極拳クラブ
老若男女、初心者、経験者問わ
ず、どなたでも入会できます

東 バスケットボール ＭＡＣＫＹ 中学生以上。現在募集なし

東 インディアカ サンダーバニー
日頃の運動不足の解消と仲間との
親睦を大切にしています
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調査研究部調査研究部

東公民館ホール 60歳 1,000円

火曜
午後7時半～9時半

12人 1,500円

東公民館ホール 70歳 1,000円

水曜
午後1時～4時

30人 1,500円

東公民館 70歳 不要

水曜
午後7時～9時

23人 月1,000円

東公民館ホール 75歳 1,000円

木曜
午前9時半～11時半

36人 月1,000円

東公民館ホール 70歳 500円

金曜
午前10時～12時

15人 3,000円

東公民館視聴覚室 68歳 不要

水曜
午後1時半～4時

7人 月2,000円

東公民館 67歳 1,000円

火曜 午後1時半～3時半 19人 月1,000円

東公民館視聴覚室 67歳 不要

木曜
午後7時半～9時

8人 月2,000円

東公民館視聴覚室 70歳

土曜
午前10時～11時半

25人 月2,000円

東公民館 不要

水曜  午前10時～12時 19人 月1,500円

石倉外堀公園 55歳 不要

日曜
午前9時～11時

23人 2,500円

問屋町グラウンド 49歳 不要

日曜
午前8時～11時

22人 6,850円

元総社小グラウンド 75歳 不要

土曜
午前8時～11時

24人 4,000円

元総社 グラウンドゴルフ
元総社１区グラウンド
ゴルフ愛好会

一区老人クラブ加入者。親睦と健
康増進が目的である

元総社 ソフトボール ７区スローピッチ
地域の融和・団結を目標に日夜ソ
フトボール大会優勝に向け努力し
ています

元総社 ソフトボール 問屋町フォックス

東 ストレッチ体操
東ストレッチ体操クラ
ブ

健康寿命を延ばすために、皆さん
で筋力をつけたり、脳トレなども
いれて楽しくしています。
どうぞ見学にいらして下さい

東 ヨ　 ガ あずまヨーガ教室

東 ラウンド・ダンス ラウンドダンスあずま
面倒見のよい石原先生に指導のも
と、和気あいあいと楽しく踊って
います。初心者大歓迎です

東 健康体操 東３Bサークル
いつでも大歓迎です。
ストレッチや音楽に合わせて身体
を動かしましょう

東 フラダンス プア・ケニ・ケニ

15年以上続いているサークルで
す。新曲を覚えるのに頭と手足を
使いますので健康に良いと思いま
す

東 ラウンド・ダンス RDチェリー
楽しくラウンドダンスしましょ
う。初心者大歓迎です

東 フォークダンス FD東すいよう会 初心者歓迎

東
フォークダン

ス
レクダンス

東フォークダンス愛好
会

ストレッチ体操で体をほぐし、リ
ズムに合わせて楽しく踊りましょ
う

東 社交ダンス コスモス
初心者大歓迎
楽しくダンスをしましょう

東 社交ダンス 社交ダンス・カトレア

紳士淑女で1時間半継続したレッス
ンに耐える体力のある人。安全管
理上、人員を制限しているので登
録制で順次入会
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調査研究部調査研究部

そよ風公園 2,000円

月・水・金曜
午前9時～10時半

12人

蒼海公園 80歳 不要

火・木・土・日曜
午前9時～11時半

20人 1,000円

梅ヶ丘公園 79歳 2,000円

火・木曜
午前9時～10時半

37人 年1,000円

鳥羽町東公園 75歳 不要

月・水・金曜
午前9時～11時

22人 年1,000円

元総社町78地区内 78歳 不要

火・土曜
午前9時～11時

20人 年500円

大友町さくら公園 70歳 不要

月･水・金曜
午前8時半～11時

15人 1,000円

上石倉外堀公園 73歳 1,000円

水・土曜
午前9時～10時半

28人 年1,200円

利根橋公園 75歳 不要

火・木曜
午前9時～11時半

18人 年6,000円

一区公民館 80歳 不要

水曜
午後6時～8時

7人 500円

火曜　元総社小体育館
土曜　元総社中体育館

40歳 不要

火・土曜
午後7時～9時

14人 1,000円

元総社中体育館 50歳 不要

火・金曜
午後7時～9時

16人 1,000円

元総社中体育館 45歳 不要

土曜
午後7時～9時

10人 不要

元総社南小体育館 45歳 不要

土曜
午後7時～9時

11人 年5,000円

元総社 バレーボール
MARVELOUS　（大友町バ
レーボール愛好会）

地区は限りません

元総社 バレーボール
鳥羽町バレーボール愛
好会

楽しくプレーしています。初心者
の方大歓迎です

元総社 バレーボール 明神クラブ
初心者の方や、ブランクのある方
でも大歓迎です

元総社 バレーボール 元総社クラブ
経験問わず、運動の好きな方お待
ちしています

元総社 グラウンドゴルフ
石倉元気グラウンドゴ
ルフ愛好会

健康である事

元総社 卓　球 一区卓球クラブ

元総社 グラウンドゴルフ 大友GG愛好会

元総社 グラウンドゴルフ 仲よし会

元総社 グラウンドゴルフ
グラウンドゴルフ愛好
会

鳥羽町東部在住。若い人たち！入
会して下さい。グラウンドゴルフ
をしながら公園を歩きましょう

元総社 グラウンドゴルフ
いなばグラウンドゴル
フ愛好会

地区内居住している方。メンバー
が不足しています。入会を希望し
ています

元総社 グラウンドゴルフ
元総社3区グラウンドゴ
ルフ愛好会

元総社 グラウンドゴルフ
元総社4区グラウンドゴ
ルフ愛好会

元総社町第四自治会住民。特に６
０代男性の入会をお待ちしていま
す

元総社 グラウンドゴルフ
元総社2区グラウンドゴ
ルフ
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調査研究部調査研究部

大渡体育館 30歳 不要

火曜
午後7時～9時

25人 月1,000円

元総社公民館 70歳 不要

土曜
午前9時～12時

31人 月1,000円

元総社公民館 68歳 不要

火曜
午前9時～12時

13人 1,500円

元総社公民館 60歳 不要

水曜
午前10時～12時

34人 月2,000円

元総社公民館 66歳 不要

火曜
午後7時～9時

23人 年6,000円

元総社公民館 56歳 100円

水曜
午後6時～8時

14人 1回500円

石橋公園・2号公園 70歳 不要

火曜
午前9時～12時

18人 年4,000円

六中体育館 22歳 不要

木曜
午後7時～9時

43人 不要

勝山小体育館 60歳 不要

木曜
午後7時半～9時

10人 不要

勝山小体育館 40歳 不要

月曜
午後7時半～9時

22人 不要

総社小体育館 40歳 不要

水曜
午後7時半～9時

15人 不要

六中体育館 39歳 不要

金曜
午後7時～9時

24人 年2,000円

六中体育館 40歳 不要

火曜
午後7時半～9時

20人 不要

総社 ソフトバレーボール
立石バレーボールクラ
ブ

立石在住の方

総社 ソフトバレーボール ゴールデンマミーズ
誰にでも楽しくできます。興味が
ある方、どうぞ見学にいらして下
さい

総社
ソフトバレーボー

ル

バレーボール
クローバクラブ

バレーとソフトバレーをやってま
す。一緒にやりたい方はいつでも
お待ちしています

総社 バレーボール 植野バレーボール 募集中

総社
軽スポーツ

（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・ｲﾝ
ﾃﾞｨｱｶ）

城川体育部 体を動かしたい方

総社 グラウンドゴルフ
グラウンドゴルフ愛好
会

総社 バスケットボール
六中OBバスケットクラ
ブ

35年間六中でやってます。
初心者も多くいます。気軽に来て
ください

元総社 フォークダンス
前橋市フォークダンス
協会元総社例会

来年50周年を迎える団体です。
みんなで楽しく踊ろうがモットー
です

元総社 ラテンエアロ おおとも美☆スター 楽しく良い汗かいてます

元総社 太極拳 総拳NEXT
一般的な太極拳の他の扇を使う太
極拳や総合太極拳、４８式太極拳
を学ぶ上級者用の教室

元総社 健康体操 楽々体操クラブ 介護予防の体操（ロコモ対策）

元総社 フットサル WORTEL（ヴォルテル） お気軽にどうぞ

元総社 太極拳 総拳クラブ 初心者歓迎
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調査研究部調査研究部

50歳 不要

月・金曜
午後5時～7時

11人 6,000円

六中体育館 不要

水曜
午後7時半～9時

12人 1,500円

六中・勝山小体育館 42歳 不要

水・金曜
午後7時～9時

22人 1,000～2,000円

勝山小体育館 40歳 不要

水曜
午後7時～9時

9人 不要

勝山小体育館 38歳 不要

金曜
午後7時～9時

12人 不要

六中体育館 40歳 不要

金曜
午後7時半～9時

30人 年3,000円

勝山小体育館 45歳 不要

火曜
午後7時～9時

15人 不要

総社小体育館 50歳 不要

火･金曜
午後7時～9時

17人 年2,000円

巣烏公民館 65歳 不要

第1・3土曜
午前9時～11時半

6人 年4,000円

鍛冶町公園 76歳 不要

火曜
午前9時～11時

16人 300円

六中体育館 55歳 不要

月曜
午後7時～9時

12人 不要

六中体育館 57歳 不要

水曜
午後7時～9時

30人 年2,000円

吉岡町緑地運動公園 77歳 不要

金曜
午後1時半～3時半

21人 年1,000円

総社 バドミントン
清里バドミントンクラ
ブ

一緒に良い汗を流そう

清里 グラウンドゴルフ
上青梨子グラウンドゴ
ルフクラブ

希望者はいつでも

総社 スマイルボウリング
スマイルボウリング愛
好会

和気あいあいとしています

総社 バドミントン
総社バドミントンクラ
ブ

常時募集中です

総社 インディアカ
すがらすインディアカ
愛好会

年齢は問いません。楽しく運動を
しましょう

総社 スマイルボウリング
スマイルボウリング愛
好会

総社 インディアカ エンジェルス 粟島地区在住の方

総社 インディアカ
植野インディアカチー
ム

メンバーで楽しくやっています

総社 インディアカ 桜が丘体育部 部員大募集

総社 インディアカ 新田体育部 運動不足の方は是非

総社 インディアカ インディアカ愛好会 楽しく体を動かしましょう

総社 インディアカ トリニティ とにかく一度体験を

総社 インディアカ 高井クラブ 年齢は問いません
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調査研究部調査研究部

清里方面グラウンド 79歳 不要

金曜
午前9時半～11時

20人 年2,000円

清里方面グラウンド 75歳 不要

金曜
午前9時半～

32人 年2,000円

池端町公民館・緑地公園 不要

木曜
午後1時半～2時半
金曜
午前9時～11時

15人 不要

清里方面グラウンド 85歳 不要

月・水曜
午前9時～12時

6人 不要

前橋高等特別支援学校 45歳 1,000円

木曜
午後7時～9時

20人 不要

清里小体育館 45歳 不要

月・木曜
午後7時半～9時

12人 月1,000円

清里小体育館 55歳 不要

火･金曜
午後7時半～9時

12人 2,000円

清里公民館 75歳 不要

第2・4月曜、第1・3水曜
午後7時～8時半

8人 1,000円

前原ふれあいの部屋 82歳 不要

土曜
午前9時～11時

7人 年2,000円

清野町集会所 75歳 不要

大会前
午後1時～3時

11人 1,000円

清里公民館 68歳 不要

金曜
午後7時半～9時

10人 年3,000円

清里公民館 65歳 不要

水曜
午後7時半～9時
土曜
午前10時～11時半

10人 年3,000円

清里 フォークダンス
清里フォークダンス愛
好会

フォークダンスは世界の民謡で
す。いろいろな国の踊りを楽しみ
ながら健康作り、仲間作りを一緒
にしましょう

清里 ストレッチ体操 今からクラブ
今から出来なくてもできます。今
から間に合います。
簡単なストレッチ体操です

清里 スマイルボウリング
前原スマイルボウリン
グクラブ

健康のため

清里 スマイルボウリング
清野スマイルボウリン
グ愛好会

老人会の人達の親睦と健康を保つ
ため

清里 ソフトバレーボール
清里ソフトバレーボー
ルクラブ

ソフトバレーを一緒に楽しみませ
んか！

清里 スポーツ吹矢
清里スポーツ吹矢クラ
ブ

スポーツ吹矢を通して健康・親睦
を計っています

清里 卓　球 創造卓球愛好会
子どもからベテランまで卓球が好
きなら一緒にやりましょう！

清里 バレーボール 清里クラブ
バレーボールが好きな方、体を動
かしたい方、どなたでも大歓迎で
す。練習相手になって下さい

清里

グラウンドゴ
ルフ

スマイルボウ
リング

池端町清寿会

清寿会区新規入会者前年よりやや
多くなりました。スマイルボウリ
ングは木曜日。グランドゴルフは
金曜日

清里 ゲートボール
清里ゲートボールクラ
ブ

若い力の注入を！

清里 グラウンドゴルフ
青梨子グラウンドゴル
フクラブ

清里 グラウンドゴルフ
前原グラウンドゴルフ
クラブ
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調査研究部調査研究部

清里公民館 70歳 不要

木曜
午後7時45分～8時45分

11人 年2,000円

清里市民サービスセンター 40歳 不要

金曜
午前10時半～11時半

13人 月1,500円

清里公民館 68歳 不要

火曜
午後2時～3時

6人 月3,000円

清里公民館 不要

火曜
午後7時～9時

14人 1,500円

近隣ゴルフ場 50歳 不要

日曜 39人 不要

尾瀬岩倉 55歳 不要

12月～3月　日曜 12人 年3,000円

宮城テニスコート 57歳 不要

日曜
午前8時～午後1時

13人 年10,000円

宮城体育館 52歳 1,000円

土曜
午後7時半～9時半

10人 2,200円

宮城小体育館 47歳 1,000円

木曜
午後7時～9時

16人 2,200円

宮城小体育館 53歳 1,000円

土曜
午後7時半～9時半

6人 2,200円

宮城体育館 10歳 500円

木曜
午後7時～8時

12人 1,100円

宮城体育館 40歳 1,000円

木曜
午後8時～9時

22人 2,200円

宮城小体育館 61歳 1,000円

日曜
午後7時～9時半

10人 2,200円

宮城 パドルテニス
NPO法人宮城スポーツク
ラブ

総合型スポーツクラブ

宮城
フットサル

(子供)
NPO法人宮城スポーツク
ラブ

総合型スポーツクラブ

宮城
フットサル

(大人)
NPO法人宮城スポーツク
ラブ

総合型スポーツクラブ

宮城 ソフトバレー
NPO法人宮城スポーツク
ラブ

総合型スポーツクラブ

宮城 インディアカ
NPO法人宮城スポーツク
ラブ

総合型スポーツクラブ

宮城 硬式テニス 宮城テニスクラブ

宮城 卓　球
NPO法人宮城スポーツク
ラブ

総合型スポーツクラブ

大胡 ゴルフ 滝窪ゴルフ部 基本滝窪在住の方

大胡 スキー 大胡スキークラブ
健康で日曜日休みが取れる方。
昔滑っていた方、上達して級を受
けたい方、募集しています

清里 ヨ　ガ 華陽会
若い狩野先生を講師に、週１回正
しい呼吸法と体幹を鍛えています

清里 太極拳 清里太極拳クラブ
健康維持向上、太極拳愛好者を募
り親睦を図る

清里 体　操 ダンベルクラブ
健康の為、自分の体と相談しなが
ら、無理せずダンベル体操をして
います

清里 エアロビクス エアロビクス愛好会

運動不足を解消したい人、ストレ
ス発散をしたい人、小さいお子さ
ん連れでも大丈夫です。体験１回
無料です
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調査研究部調査研究部

宮城体育館 68歳 1,000円

月曜
午後7時半～9時

7人 年2,200円

宮城地区及び周辺 68歳 1,000円

日曜
午前9時～12時

8人 2,200円

宮城体育館 45歳 1,000円

木曜
午後5時～9時

22人 年2,200円

宮城体育館 40歳 不要

土曜
午後7時～9時

10人 不要

宮城体育館 45歳 不要

月・土曜
午後7時半～9時

10人 年12,000円

宮城体育館 45歳 不要

水曜
午後７時半～9時半

13人 月1,000円

宮城小体育館 52歳 不要

火・金曜
午後6時半～9時

15人 １回100円

宮城体育館 50歳 不要

水曜
午後7時半～9時

10人 月3,000円

各コース 50歳 不要

21人 不要

富士見中体育館 20歳 不要

木曜
午後7時～9時

16人 不要

富士見中体育館 20歳 不要

月曜
午後7時～9時

16人 不要

富士見中卓球場 70歳 不要

火曜
午後7時～9時

15人 不要

富士見中体育館 45歳 不要

火曜
午後7時～9時

12人 月300円

富士見 ラージ卓球 Ｌ富士見

富士見 バレーボール ドロップス
家庭婦人の団体です。皆さんいっ
しょに身体を動かしましょう

富士見 卓　球 卓球愛好会

富士見 卓　球 ＦＪ卓球クラブ

宮城 フラダンス フラ・リオリオ 月3回

粕川 駅　伝 粕川陸上

楽しく走りタスキを繋いで、楽し
く慰労会を出来る人、大歓迎。年
会費は無いですが、大会費と慰労
会費は当日徴収です

宮城 バレーボール
宮城ママさんバレー
ボールクラブ

宮城 バドミントン
宮城バドミントンクラ
ブ

参加毎に100円、非会員も１回100
円

宮城 銃剣道 宮城銃剣道愛好会

宮城 綱引き 宮城Ｖトレイン

宮城 ウォーキング
NPO法人宮城スポーツク
ラブ

総合型スポーツクラブ

宮城 ヨ　ガ
NPO法人宮城スポーツク
ラブ

総合型スポーツクラブ

宮城 バランスボール
NPO法人宮城スポーツク
ラブ

総合型スポーツクラブ
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調査研究部調査研究部

富士見中・原小体育館 40歳 不要

月・金曜
午後7時～9時

12人 7,000円

富士見中体育館 45歳 不要

木曜
午後7時～9時

15人 500円

富士見中体育館 48歳 不要

木曜
午後7時半～9時

6人 不要

富士見中体育館 50歳 1,000円

木曜
午後7時～9時

11人 年1,000円

時沢小体育館 40歳 不要

金曜
午後7時～9時

18人 100円

原小体育館 35歳 不要

火曜
午後7時～9時

22人 1,000円

ALSOKぐんまアリーナ本館2階 50歳 不要

木曜
午後3時～5時

8人 不要

時沢小体育館 40歳 不要

火曜
午後7時～9時

30人 1回200円

時沢小体育館 不要

水曜
午後7時～9時

9人 年1,000円

富士見 バドミントン Ｒ＆Ｔ
初心者の方、大歓迎です。楽しく
練習しましょう

富士見 バドミントン たんぽぽレディース
30年続いているチームです。健康
のために楽しくバドミントンをし
ています

富士見 バドミントン 端気クラブ
県内外のレクリェーションに参加
し、みんなで楽しくプレーしてい
ます。是非遊びに来て下さい

富士見 バドミントン タイムイースト
年齢を問わずバドミントンを愛す
る人

富士見 バドミントン
六三バドミントン愛好
会

準会員は1回100円。
どなたでも気軽に参加できるクラ
ブです

富士見 ソフトバレーボール さくらクラブ
初心者でも大丈夫です。身体を動
かしたい方、是非見学に来て下さ
い。連絡お待ちしております

富士見 ソフトバレーボール 富士見ＳＶＣ

若い人もそうでない人も、いっ
しょに汗を流しましょう。軽くて
大きなボールを追いかけてみませ
んか

富士見 バレーボール ひまわり
健康維持のために、週1、2回いっ
しょに身体を動かしましょう

富士見 バレーボール キャッツ 皆で楽しくバレーをしましょう。
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